
No 名称・出陳期間（無注記は全期間） 点数 年代・作者・材質等 所蔵

プロローグ

1 本能寺跡出土品　載輪宝文鬼瓦 一点 安土桃山時代 京都・京都市

2 本能寺跡出土品　「能」銘軒丸瓦 一点 安土桃山時代 京都・京都市

3 本能寺跡出土品　「能」銘軒丸瓦 一点 安土桃山時代 京都・京都市

4 本能寺跡出土品　土師器皿 三点 安土桃山時代 京都・京都市

5 本能寺跡出土品　焼瓦 五点 安土桃山時代 京都・京都市

第一章　天下統一に向けて

一　織田信長

6
織田信長画像
【出陳期間　2月23日（金）～3月22日（木）】

一軸 江戸時代後期　紙本著色 兵庫・兵庫県立歴史博物館

7 織田信長像 一枚 江戸時代後期　紙本著色 滋賀・長浜市長浜城歴史博物館寄託

8
特別史跡安土城跡出土遺物　搦手口出土金箔軒丸瓦（レ
プリカ）

一点 原本　安土桃山時代
滋賀・滋賀県立安土城考古博物館
（原品所蔵者　滋賀県教育委員会）

9 特別史跡安土城跡出土遺物　搦手道出土金箔押瓦 一点 安土桃山時代 滋賀・滋賀県教育委員会

10 特別史跡安土城跡出土遺物　搦手道出土金箔押瓦 一点 安土桃山時代 滋賀・滋賀県教育委員会

11
特別史跡安土城跡出土遺物　伝台所跡出土溶解瓦・土
器・壁土

六点 安土桃山時代 滋賀・滋賀県教育委員会

12 織田信長判物（森三郎左衛門尉宛） 一通 永禄9年(1566)4月 滋賀・滋賀県立安土城考古博物館

13 織田信長朱印状（三宝院宛） 一通 天正7年(1579)4月17日 岐阜・岐阜市歴史博物館

二　明智光秀

14
明智光秀像
【出陳期間　2月23日（金）～3月1日（木）】

一幅
慶長18年(1613)6月6日　絹本著
色

大阪・本徳寺

15
明智光秀画像・復元模写本
【出陳期間　3月2日（金）～4月8日（日）】

一幅
平成9年（1977)8月　小辻淑美筆
絹本著色

滋賀・滋賀県立安土城考古博物館
（原本所蔵者　本徳寺）

16
明智光秀肖像画（レプリカ）
【出陳期間　3月2日（金）～4月8日（日）】

一幅 現代 大阪・本徳寺

17 明智光秀木像 一体
昭和34年（1959）　日下寛治作
一木造

京都・福知山市

18 槍　銘丹州住通明 一本 安土桃山時代 京都・福知山市

19 堀尾帯刀吉晴公働之覚 一巻 江戸時代 個人蔵

20 明智光秀書状（奥村源内宛）【福知山市指定文化財】 一通 （天正6年〔1578〕）12月22日 京都・御霊神社

21 明智光秀書状（愛宕山威徳院法印御坊宛） 一幅 （天正7年〔1579〕）8月24日 滋賀・滋賀県立安土城考古博物館

22 明智光秀家中軍法【福知山市指定文化財】 一通 （天正9年〔1581〕）6月2日 京都・御霊神社

23
明智光秀書状（出野左衛門介・片山兵内宛）【福知山市指
定文化財】

一通 （天正9年〔1581〕）6月21日 京都・御霊神社

三　足利義昭

24
太刀　銘　康次　足利義昭より島津義久拝領　附糸巻太刀
拵【国宝】

一口 鎌倉時代　13世紀 岐阜・一般財団法人光ミュージアム

四　南蛮文化

25 南蛮帽子形兜 一頭 桃山～江戸時代初期 岐阜・岐阜市歴史博物館

26
花鳥獣蒔絵螺鈿洋櫃
【出陳期間　2月23日（金）～3月14日（水）】

一合 桃山時代 岐阜・岐阜市歴史博物館

27
IHS紋蒔絵螺鈿書見台
【出陳期間　3月16日（金）～4月8日（日）】

一基 桃山時代 岐阜・岐阜市歴史博物館

第二章　中国戦線の拮抗と四国政策の変更

一　上月城の戦い

28 太平記英勇伝尼子四郎勝久 一枚 19世紀 島根・島根県立古代出雲歴史博物館

29 山中鹿介画像 一幅 20世紀　瀧秋方筆 島根・安来市教育委員会

30 尼子十勇士之図
大判三
枚続

江戸時代（19世紀）　錦朝楼芳虎
画

鳥取・鳥取市歴史博物館

31 尼子勝久袖判家臣連署奉書（吉田彦四郎宛） 一軸 永禄12年(1569)11月4日 島根・島根県立古代出雲歴史博物館

32 信長記 巻十【重要文化財】 一冊 慶長15年（1610）　太田牛一著 岡山・岡山大学附属図書館

33 堀尾家記録 一冊
慶応3年（1867）6月成立　堀尾方
周編

個人蔵

二　播磨三木城兵粮攻め

34
豊臣秀吉肖像画【岐阜市重要文化財】
【出陳期間　2月23日（金）～3月22日（木）】

一幅 桃山時代　絹本著色 岐阜・岐阜市歴史博物館

35
豊臣秀吉像
【出陳期間　3月23日（金）～4月8日（日）】

一幅 明治8年（1875）5月　塩川文麟筆 滋賀・長浜市長浜城歴史博物館

          特別展「本能寺の変」出陳目録 2018.2.23～4.8 松江歴史館



36 桐紋蒔絵軍配団扇（豊臣秀吉所用） 一点 桃山時代 大阪・大阪城天守閣

37 堀尾吉晴肖像画 一幅 江戸時代初頭 京都・春光院

38 絵本豊臣勲功記　四編十 一冊 安政7年（1860）刊　吉澤氏蔵版 鳥取・鳥取市歴史博物館

39 羽柴秀吉制札（田恵村宛） 一枚 （天正8年〔1580〕)5月12日 鳥取・鳥取市歴史博物館

三　因幡鳥取城の包囲

40 吉川元春画像 一幅
大正4年(1915）5月　九鬼隆一選
定

鳥取・鳥取市歴史博物館

41 羽柴秀吉鳥取城攻布陣図 一舗 江戸時代後期　岡島正義筆 鳥取・鳥取市歴史博物館

42 堀尾茂助（吉晴）陣所図（旧塁鑿覧写より） 一冊 江戸時代 鳥取・鳥取市歴史博物館

43 信長記  巻十四【重要文化財】 一冊
慶長15年（1610）　太田牛一著
（自筆）

岡山・岡山大学附属図書館

44 羽柴秀吉台所飯米請取状（まつら宛） 一枚 天正9年（1581）11月11日 鳥取・鳥取市歴史博物館

45 羽柴秀吉自筆切手（小出秀政宛） 一軸 天正9年（1581）11月25日 島根・島根県立古代出雲歴史博物館

四　天正10年の松江

46 毛利輝元画像 一幅 江戸時代　絹本著色 大阪・大阪城天守閣

47 武家御寄進年代記【島根県指定文化財】 一巻 江戸時代 島根・秋上家

48 南禅寺住持職補任状（祥宕和尚宛） 一通 天正9年（1581）5月15日 島根・安国寺

49 宍道政慶判物（家原大宮司宛）【松江市指定文化財】 一幅 天正10年（1582）2月2日 島根・内神社（松江歴史館寄託）

50 毛利元康書状（成相寺御同宿中宛） 一通 天正11年（1583）7月8日 島根・成相寺（松江歴史館寄託）

五　備中高松城の水攻め

51 錦絵　赤松水攻之図　水攻防戦之図
大判六
枚続

弘化4～嘉永5年(1847～52）　歌
川芳虎画

鳥取・鳥取市歴史博物館

52 清水宗治・七将像 一幅 江戸時代　絹本著色 岡山・清水男氏

53
短刀　銘備州之住長船左衛門七郎藤原春光　主宗治作之
天正九年八月吉日

一口 天正9年（1581）8月 岡山・清水男氏

54 短刀　銘備州長船祐定作　天正二年二月日 一口 天正2年（1574）2月 岡山・清水男氏

55 高松城水攻図 一軸 江戸時代　紙本著色 岡山・清水男氏

56 絵本太閤記　巻三・四 一冊 江戸時代 鳥取・鳥取市歴史博物館

第三章　本能寺の変

一　四国戦線異状アリ

57 長宗我部元親書状（石谷頼辰宛） 一通
（天正6年〔1578〕）12月16日　石
谷家文書

岡山・林原美術館

58 長宗我部元親書状（斉藤利三宛） 一通
（天正10年〔1582〕）5月21日　石
谷家文書

岡山・林原美術館

59 絵本太閤記　第三篇七 一冊
寛政9年（1797)序、享和2年
(1802)6月刊

滋賀・滋賀県立安土城考古博物館

二　敵は本能寺にあり

60 信長記　巻十五【重要文化財】 一冊
慶長15年（1610）　太田牛一著
（自筆）

岡山・岡山大学附属図書館

61
錦絵　本能寺焼討之図
【出陳期間　2月23日（金）～3月14日（水）】

三枚続 明治時代　楊斎延一画 岐阜・岐阜市歴史博物館

62
錦絵　大日本名将鑑織田右大臣平信長
【出陳期間　3月16日（金）～4月8日（日）】

一枚
明治11年（1878）10月　月岡芳年
画

岐阜・岐阜市歴史博物館

63
錦絵　新撰太閤記　森蘭丸
【出陳期間　3月16日（金）～4月8日（日）】

二枚続
明治16年（1883）5月　歌川豊宣
画

岐阜・岐阜市歴史博物館

64 明智光秀直筆書状（土橋平尉宛） 一通 （天正10年〔1582〕）6月12日 岐阜・美濃加茂市民ミュージアム

第四章　変その後

一　山崎の戦い

65 神戸（織田）信孝安堵状（岡屋七郎宛） 一軸 天正10年（1582）6月4日 島根・島根県立古代出雲歴史博物館

66 大身槍　銘　延次（堀尾吉晴所用） 一本 安土桃山時代 大阪・大阪城天守閣

67 絵本豊臣勲功記　六編三 一冊 文久3年（1863）　吉澤氏蔵板 鳥取・鳥取市歴史博物館

二　光秀の城・丹波亀山城を接収する堀尾吉晴

68 極秘諸国城図　丹州亀山 一枚 江戸時代前期 島根・松江歴史館

69 羽柴秀吉判物（堀尾毛介宛） 一軸 天正10年（1582）9月9日 島根・円成寺

70 堀尾吉定田地寄進状（八幡山西坊宛） 一通 天正10年（1582）11月12日 兵庫・柏原八幡宮

71 堀尾吉定田地寄進状（八幡山西坊宛） 一通 天正10年（1582）11月吉日 兵庫・柏原八幡宮

72 八幡神社社殿造営記録【重要文化財】 一点 文禄4年（1595）7月吉日　折本 兵庫・柏原八幡宮

73 丹波国八幡山略縁起 一冊
宝暦5年（1755）刊　別当西ノ坊
蔵版　板本

島根・松江歴史館

エピローグ

74 羽柴秀吉書状写（斎藤玄蕃助・岡本太郎右衛門宛） 一通
天正10年（1582）10月18日　江戸
時代写

滋賀・滋賀県立安土城考古博物館


